
JP 6759579 B2 2020.9.23

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　室内空間に露出した外表面を有するケーシング（２０）と、
　前記ケーシングに設置され、前記ケーシングの前記外表面の外側に検知部（５５）が突
出した第２状態と前記ケーシングの前記外表面の内側に前記検知部が入り込んだ第１状態
とを取り得るように切換可能に構成され、前記第２状態のときに前記検知部で取り込んだ
情報を使って前記室内空間の状態を検知する室内状態検知センサユニット（５０）と
を備え、
　前記室内状態検知センサユニットは、所定の回転軸を中心に回転して検知範囲を移動す
るように構成され、且つ前記回転軸を中心に上下移動せずに回転して前記第１状態と前記
第２状態とを切り換える、空調室内機。
【請求項２】
　室内空間に露出した外表面を有するケーシング（２０）と、
　前記ケーシングに設置され、前記ケーシングの前記外表面の外側に検知部（５５）が突
出した第２状態と前記ケーシングの前記外表面の内側に前記検知部が入り込んだ第１状態
とを取り得るように切換可能に構成され、前記第２状態のときに前記検知部で取り込んだ
情報を使って前記室内空間の状態を検知する室内状態検知センサユニット（５０）と
を備え、
　前記ケーシングは、前記室内状態検知センサユニットを収納する円柱状の空間を有し、
　前記室内状態検知センサユニットは、前記円柱状の空間の中心軸の周りに上下移動せず
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に回転して、前記第１状態と前記第２状態とを切り換える、空調室内機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、室内の空気調和を行なう空調室内機に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、室内の空気調和を行なう空調室内機においては、快適な空気調和を提供する
ことを目的として、室内の床温度を検出したり、室内に居る人を検知したりするために、
輻射センサ及びＣＣＤ（Charge Coupled Device）センサなどの室内状態検知センサが設
けられることがある。例えば特許文献１（特開２００９－１３９０４６号公報）に記載さ
れているように、空調室内機のケーシングの外表面から隆起するように輻射センサが設け
られる場合がある。また、特許文献２（特開平７－６３４００号公報）に記載されている
ように、空調室内機のケーシングの外表面内側に輻射センサが配置され、輻射センサに対
応する前面位置に透明もしくは半透明のカバーを設けた構成がある。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　しかしながら、特許文献１に記載されているように、外表面から輻射センサが飛び出し
ていると、空調室内機の美観が損なわれる。さりとて、特許文献２に記載されているよう
に外表面の内側に輻射センサが設置されると、外表面や透明カバーなどが輻射センサに入
る情報を劣化させることがあって検知性能を低下させる一因となっている。
【０００４】
　本発明の課題は、空調室内機の室内状態検知センサユニットの検知性能低下を抑制する
とともに空調室内機の外観が損なわれるのを防ぐことである。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明の第１観点に係る空調室内機は、室内空間に露出した外表面を有するケーシング
と、ケーシングに設置され、ケーシングの外表面の外側に検知部が突出した第２状態とケ
ーシングの外表面の内側に検知部が入り込んだ第１状態とを取り得るように切換可能に構
成され、第２状態のときに検知部で取り込んだ情報を使って室内空間の状態を検知する室
内状態検知センサユニットとを備える。
【０００６】
　第1観点の空調室内機では、第１状態と第２状態とを切換可能に構成されていて検知の
必要がないときには第１状態に切り換えて外表面の内側に検知部を入り込ませることがで
きることから、外表面が室内状態検知センサユニットの検知の邪魔になることはない。ま
た、外表面の内側に入り込んだ検知部は外表面の外側の空間から悪影響を受けなくなる。
さらには、検知時以外のときに外表面の内側に検知部が入り込んだ状態では、室内状態検
知センサが目立たなくなることによって外観の意匠性が悪くなるのを抑制することができ
る。
【０００７】
　本発明の第１観点に係る空調室内機は、ケーシングは、吹出開口をさらに有し、室内状
態検知センサユニットの設置場所は、吹出開口から吹出された空気が流れる吹出し気流空
間の中に検知部が第２状態のときに突出する場所である、ものである。
【０００８】
　第１観点の空調室内機では、室内状態検知センサユニットの設置場所を吹出し気流空間
の中に検知部が第２状態のときに突出する場所にできることから室内状態検知センサユニ
ットの設置場所の自由度が広がるが、他方室内状態検知センサユニットが吹出し気流空間
中に突出するため吹出し気流の熱による故障や結露による不具合などのデメリットが生じ
る。このようなデメリットは、常に吹出し気流空間の中に検知部が突出するタイプに比べ



(3) JP 6759579 B2 2020.9.23

10

20

30

40

50

れば、室内状態検知センサユニットを第１状態にすることで大幅に抑制される。
【０００９】
　本発明の第２観点に係る空調室内機は、室内空間に露出した外表面を有するケーシング
と、ケーシングに設置され、ケーシングの外表面の外側に検知部が突出した第２状態とケ
ーシングの外表面の内側に検知部が入り込んだ第１状態とを取り得るように切換可能に構
成され、第２状態のときに検知部で取り込んだ情報を使って室内空間の状態を検知する室
内状態検知センサユニットとを備え、室内状態検知センサユニットは、所定の回転軸を中
心に回転して検知範囲を移動するように構成され、且つ回転軸を中心に上下移動せずに回
転して第１状態と第２状態とを切り換える。
【００１０】
　本発明の第３観点に係る空調室内機は、第２観点に係る空調室内機において、室内状態
検知センサユニットは、吹出開口の上に形成された外表面の取付開口に設置されている、
ものである。
【００１１】
　第３観点の空調室内機では、吹出開口の上に形成された外表面の取付開口に室内状態検
知センサユニットが設置されるので、室内状態検知センサユニットを室内空間から情報を
入手し易い位置に配置できる。
【００１２】
　本発明の第４観点に係る空調室内機は、第１観点から第３観点のいずれかに係る空調室
内機において、室内状態検知センサユニットは、室内空間に対して露出される化粧面を有
し、化粧面の周囲に配置されているケーシングの外表面に対して化粧面が第１状態のとき
に平行な姿勢を取るよう構成されている、ものである。
【００１３】
　第４観点の空調室内機では、室内空間に対して露出している室内状態検知センサユニッ
トの化粧面が第１状態のときにケーシングの外表面に対して平行な姿勢を取ることから、
室内状態検知センサユニットの化粧面がケーシングの外表面の一部のように認識される傾
向が顕著になる。
【００１４】
　本発明の第５観点に係る空調室内機は、第４観点に係る空調室内機において、室内状態
検知センサユニットは、第１状態のときに化粧面が化粧面の周囲に配置されている外表面
と面一になるように構成されている、ものである。
【００１５】
　第５観点の空調室内機では、第１状態のときに化粧面が化粧面の周囲に配置されている
外表面と面一になることで、化粧面を外表面と同一視させて外表面において化粧面が目立
つことによる見栄えの悪化を防ぐことができる。
【００１６】
　本発明の第６観点に係る空調室内機は、第１観点から第５観点のいずれかに係る空調室
内機において、室内状態検知センサユニットは、運転時において、第１状態を取っている
時間が第２状態を取っている時間よりも短くなるように構成されている、ものである。
【００１７】
　第６観点の空調室内機では、第１状態を取っている時間が第２状態を取っている時間よ
りも短くなるように構成されていることから、運転時において検知部が外表面の外側に突
出している時間を短くできる。
【００１８】
　本発明の第７観点に係る空調室内機は、室内空間に露出した外表面を有するケーシング
と、ケーシングに設置され、ケーシングの外表面の外側に検知部が突出した第２状態とケ
ーシングの外表面の内側に検知部が入り込んだ第１状態とを取り得るように切換可能に構
成され、第２状態のときに検知部で取り込んだ情報を使って室内空間の状態を検知する室
内状態検知センサユニットとを備え、ケーシングは、室内状態検知センサユニットを収納
する円柱状の空間を有し、室内状態検知センサユニットは、円柱状の空間の中心軸の周り
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に上下移動せずに回転して、第１状態と第２状態とを切り換える。
【発明の効果】
【００１９】
　本発明の第１観点、第２観点または第７観点に係る空調室内機では、室内状態検知セン
サユニットの検知性能低下を抑制するとともに空調室内機の外観が損なわれるのを防ぐこ
とができる。
【００２０】
　本発明の第１観点に係る空調室内機では、吹出し気流による不具合を抑制しながら吹出
し気流空間に面する場所にまで配置場所を広げることができ、室内状態検知センサユニッ
トの設置場所による空調室内機の設計の自由度の低下を防止することができる。
【００２１】
　本発明の第３観点に係る空調室内機では、室内空間の監視性能が向上する。
【００２２】
　本発明の第４観点に係る空調室内機では、空調室内機の外観の意匠性が損なわれ難くな
る。
【００２３】
　本発明の第５観点に係る空調室内機では、空調室内機の外観の意匠性が向上させること
ができる。
【００２４】
　本発明の第６観点に係る空調室内機では、検知部が外表面の外側に突出することによる
悪影響を小さくすることができる。
【図面の簡単な説明】
【００２５】
【図１】本発明の一実施形態に係る空調室内機の正面図。
【図２】図１の空調室内機の底面図。
【図３】図１の空調室内機を左から見た側面図。
【図４】図１の空調室内機の平面図。
【図５】図１の空調室内機を右斜め下から見た斜視図。
【図６】図１のＩ－Ｉ線で切断した空調室内機の断面図。
【図７】空調室内機の制御系統を説明するためのブロック図。
【図８】図５の一部を拡大した部分拡大斜視図。
【図９】図８のＩＩ－ＩＩ線に沿って切断した空調室内機の部分断面図。
【図１０】図５の一部が拡大した部分拡大斜視図。
【図１１】図１０のＩＩＩ－ＩＩＩ線に沿って切断した空調室内機の部分断面図。
【図１２】（ａ）図５の一部を拡大した部分拡大斜視図、（ｂ）図１０のＩＩＩ－ＩＩＩ
線に沿って切断した空調室内機の部分断面図。
【図１３】（ａ）空調室内機の運転状態を示すタイミングチャート、（ｂ）室内ファンの
駆動状態を示すタイミングチャート、（ｃ）室内状態検知センサユニットの検知状態を示
すタイミングチャート。
【発明を実施するための形態】
【００２６】
　＜第１実施形態＞
　（１）空調室内機の構成の概要
　本発明の一実施形態に係る空調室内機は、空調室内機を構成するために、屋外に設置さ
れる空調室外機（図示せず）と接続される。図１は空調室内機の正面図であり、図２は空
調室内機の底面図であり、図３は空調室内機を左から見た側面図であり、図４は平面図で
ある。以下の説明において、上、下、左、右、前（正面）、後（背面）といった方向を示
す語句を用いているが、これらの方向は、特にことわりのない限り、図１乃至図４に矢印
で示されている方向を意味する。また、図５は、右斜め下から見た空調室内機の斜視図で
ある。
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【００２７】
　図１に示されている空調室内機１０は、室内の壁面などに取り付けられる。空調室内機
１０の壁面に取り付けられている面が背面（後面）になる。空調室内機１０は、ケーシン
グ２０と、エアフィルタ３０と、第１水平フラップ４１及び第２水平フラップ４２とを備
えている。
【００２８】
　（２）空調室内機１０の詳細構成
　（２‐１）ケーシング２０の外観
　ケーシング２０は、空調室内機１０の横方向（左右方向）に細長い直方体状の箱形状を
呈する。ケーシング２０は、空調室内機１０の天面部２１、前面板２２、背面板２３、右
側板２４、左側板２５及び底面部２６によって内部の立体空間を囲んでいる。つまり、天
面部２１、前面板２２、背面板２３、右側板２４、左側板２５及び底面部２６の表面は、
室内空間に露出した外表面ということである。天面部２１には、室内空気を吸込むための
天面吸込口１６が形成されている。空調室内機１０の正面を構成する前面板２２は、その
上端が天面部２１にヒンジ（図示せず）で回転自在に支持されている。右側板２４及び左
側板２５は、それぞれ空調室内機１０の右側面及び左側面を構成する。背面板２３は、空
調室内機１０の背面を構成する。そして、底面部２６は、第１水平フラップ４１及び第２
水平フラップ４２とともに空調室内機１０の底面を構成する。
【００２９】
　（２‐２）ケーシング２０の内部の構成
　図６には、図１のＩ－Ｉ線で切断した断面が示されている。図６に示されているように
、ケーシング２０の立体空間内には、エアフィルタ３０、室内熱交換器３１、室内ファン
３２、複数の垂直フラップ３３、及び自動清掃機構３４が収納されている。
【００３０】
　底面部２６は底フレーム２８によって形成されており、底フレーム２８は、背面板２３
に固定されている。室内ファン３２の前後において、室内熱交換器３１の下方には、結露
を受け止めるドレンパン２８ｆが設けられている。そして、この底フレーム２８は、室内
熱交換器３１、室内ファン３２、複数の垂直フラップ３３、第１水平フラップ４１及び第
２水平フラップ４２及びを支持するための部材である。空調室内機１０の底面部２６を構
成する底フレーム２８には、調和空気を吹出すための吹出開口１７及び、室内空気を吸込
むための下面吸込口１８が形成されている。下面吸込口１８は、開閉板２９によって開い
たり閉じたりすることができる。この開閉板２９は、図７に示されている制御装置６０に
よって制御されているモータＭ３によって駆動される。
【００３１】
　底フレーム２８には、複数の垂直フラップ３３及び複数の第１水平フラップ４１及び第
２水平フラップ４２が回動可能に取り付けられている。複数の垂直フラップ３３は、左右
方向に複数枚並べて配置され、吹出流路２８ｂに設けられており、吹出される調和空気の
左右方向の風向を調整する。また、これら垂直フラップ３３の下流には第１水平フラップ
４１及び第２水平フラップ４２が配置されており、これら第１水平フラップ４１及び第２
水平フラップ４２は上下方向の風向を調整する。底フレーム２８は、室内ファン３２の前
方斜め下に、舌部２８ｅを有している。室内ファン３２が図７に示されているファンモー
タＭ５によって駆動されると、室内ファン３２を上から下に向かって貫通して室内ファン
３２の上方から下方に向かう気流が発生する。その結果、室内空気が天面吸込口１６ある
いは天面吸込口１６及び下面吸込口１８の両方から吸い込まれて室内熱交換器３１を通過
する破線の矢印Ａ，Ｂで示された気流と、室内ファン３２から吹出流路２８ｂを通過して
吹出開口１７から室内へと吹出される破線の矢印Ｃで示された気流とが発生する。
【００３２】
　垂直フラップ３３及び第１水平フラップ４１及び第２水平フラップ４２は、図７に示さ
れている制御装置６０によって制御されているモータＭ１，Ｍ２により駆動される。自動
清掃機構３４は、図７に示されているユニット駆動モータＭ４によって駆動される。そし
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て、ユニット駆動モータＭ４は、例えばステッピングモータであり、制御装置６０から送
信されるパルス信号のパルス数によって移動距離が制御される。制御装置６０はメモリ６
２に接続されており、制御シーケンスに関するデータがメモリ６２に記憶されている。ま
た、メモリ６２は、室内状態検知センサユニット５０から制御装置６０に送信されてきた
検知結果などのデータを記憶する。また、制御装置６０は、リモートコントローラ６１か
ら送信されてきた空調室内機１０に対する指令を受信し、この指令に従って空調室内機１
０を制御する。そして、制御装置６０は、室内状態検知センサユニット５０で検知された
状態などの情報をリモートコントローラ６１などによってユーザに通知する。
【００３３】
　（３）室内状態検知センサユニット
　（３－１）室内状態検知センサユニットの配置位置
　室内状態検知センサユニット５０（以下、センサユニット５０という場合もある）は、
種々のセンサユニットの総称であって、例えば、人を検知する人検知センサ及び温度を検
知する温度センサが含まれる。センサユニット５０で用いられるセンサには種々の検知方
法を採用することができ、例えば、赤外線を検知する赤外線センサ、輻射熱を検出する輻
射センサ及び光を検知するＣＣＤイメージセンサがセンサユニット５０に用いられる。
【００３４】
　センサユニット５０は、ケーシング２０に設置される。センサユニット５０は、例えば
室内に居る人を検知したり、室内の床温度を検知したりするため、検知の行い易さという
観点からは、ケーシング２０の外表面の中でも、底面部２６に設けられることが好ましい
。また、検知の行い易さという観点から見たセンサユニット５０の配置位置としては、底
面部２６の中でも前方が好ましく、吹出開口１７の前であって空気が流れる吹出し気流空
間ＦＳ１（図６参照）に面した部分に配置されるのが好ましい。図６に示されている吹出
し気流空間ＦＳ１は、吹出開口１７から吹出された空気が流れる場合のある空間であって
、第１水平フラップ４１及び第２水平フラップ４２の角度によっては、吹出開口１７から
吹出された空気が流れる場合もあれば、流れない場合もある。
【００３５】
　図５に示されている空調室内機１０においては、底面部２６に形成された円形の取付開
口２６ａにセンサユニット５０が設置されている。取付開口２６ａは、吹出開口１７の上
に形成された底面部２６の外表面に形成されている。取付開口２６ａからは、ケーシング
２０の内部に向かって円柱状の空間が延びている。センサユニット５０は、取付開口から
延びる円柱状の空間に嵌め込まれるので、円柱状の空間に嵌る部分の自身の形状も円柱状
である。空調室内機１０が鉛直の壁に取り付けられたときには、取付開口２６ａから延び
る円柱状の空間は、鉛直上方に向かって延びる。そして、センサユニット５０は、この円
柱状の空間の中心軸ＣＡ（図８参照）を中心にモータＭ６（図７参照）によって回転させ
ることができるように構成されている。
【００３６】
　図８及び図１０には、図５の一部が拡大して示されている。また、図９には図８のＩＩ
－ＩＩ線に沿って切断した断面が示され、図１１には図１０のＩＩＩ－ＩＩＩ線に沿って
切断した断面が示されている。空調室内機１０が鉛直の壁に取り付けられたときの底面部
２６について、センサユニット５０が嵌め込まれる取付開口２６ａの周囲は、水平面に対
して前方が上に上がるとともに後方が下に下がるように斜めに傾いている。また、取付開
口２６ａの周囲は、左右方向に沿って同じ高さになる。従って、センサユニット５０で検
知を行わないときには、図９に示されているように、センサユニット５０の下端面である
化粧面５１が底面部２６と同じように水平面に対して角度θ１で傾いている。そして、検
知を行わないときには、化粧面５１と底面部２６の高さも一致していて化粧面５１と底面
部２６とが面一になっている。図８及び図９に示されている状態が、ケーシング２０の外
表面の内側に検知部が入り込んだ第１状態である。
【００３７】
　センサユニット５０による検知が行われるときは、センサユニット５０が図１０及び図
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１１に記載されているように、検知部５５が底面部２６よりも下方に突出した状態になる
。つまり、図１１に示されている状態が、ケーシング２０の外表面の外側にセンサユニッ
ト５０の検知部５５が突出した第２状態である。
【００３８】
　（３－２）センサユニットの形状
　センサユニット５０は、直径が取付開口２６ａの円柱状の空間よりも僅かに小さい円柱
状の形状を有する。この円柱の中心軸に対して化粧面５１が傾いている。そのため、セン
サユニット５０の化粧面５１は、楕円弧の弦と楕円弧とで形成された形状を呈する。従っ
て、楕円弧の弦に続く、センサユニット５０の円柱の側面の部分も一部が平らになってい
る。この切り取られて実質的に平面の形状を呈する平坦部５２は、図９に示されている断
面視において、鉛直方向に対して角度θ２だけ傾いている。この平坦部５２に、検知部５
５が設けられている。つまり、検知部５５は、斜め下を向いているということである。空
調室内機１０が室内の比較的高い位置に配置されるため、人を検知する場合も、床の温度
を検知する場合も、検知部５５よりも低い位置にある検知対象に対向することが好ましい
ことから、検知部５５の向きが前述のように設定されている。
【００３９】
　（３－３）センサユニットによる検知
　検知部５５で検知される範囲は、図１２に示されているように、検知部５５の前面に対
して垂直に延びる中心線ＣＬを含む左右の角度θ３の範囲及び中心線ＣＬを含む上下の角
度θ４の範囲である。特に、左右の検知範囲が限られることから、左右の検知反よりも広
い室内の主要な範囲を検知するために、中心軸ＣＡを中心にセンサユニット５０を回転し
て左右の検知範囲を移動して検知を行っている。センサユニット５０を駆動するモータＭ
６（図７参照）は、例えばステッピングモータであり、回転している角度は制御装置６０
によって制御されている。従って、制御装置６０は、角度θ３の範囲よりも広い例えば前
面１８０°の検知結果を得ることができる。
【００４０】
　図１３（ａ）には空調室内機１０の運転のオンとオフのタイミングが示されている。図
１３（ｂ）には室内ファン３２の駆動のオンとオフのタイミングが示されている。図１３
（ｃ）にはセンサユニット５０による検知のタイミングが示されている。時刻ｔ１に空調
室内機１０がオンすると、室内ファン３２が駆動される前の時刻ｔ２から時刻ｔ３の間に
センサユニット５０による検知が行われる。このとき、例えばセンサユニット５０は、モ
ータＭ６によって３６０°回転されている間に検知を行う。従って、時刻ｔ２と時刻ｔ３
のセンサユニット５０は、図９に示されているように、センサユニット５０の化粧面５１
と底面部２６の外面が面一の状態である。時刻ｔ２と時刻ｔ３の中間で、図１１に示され
ているように、検知部５５が前面を向くことになる。
【００４１】
　その後、時刻ｔ４で室内ファン３２の駆動が開始され、時刻ｔ６で室内ファンの駆動が
一旦停止されるが、センサユニット５０は、室内ファン３２が駆動を開始した時刻ｔ４の
後の時刻ｔ５から検知を始め、室内ファン３２の駆動が停止した後の時刻ｔ７に検知を終
了する。また、室内ファン３２は、時刻ｔ８に駆動を開始して時刻ｔ１２に停止するが、
室内ファン３２が駆動している最中の時刻ｔ９から時刻ｔ１０にセンサユニット５０が検
知を行う場合や、室内ファン３２の駆動が停止される時刻ｔ１２を挟んだ時刻ｔ１１から
時刻ｔ１３までの間にセンサユニット５０が検知を行う場合がある。
【００４２】
　ここでは、時刻ｔ３と時刻ｔ５の間のインターバル時間、時刻ｔ６と時刻ｔ９の間のイ
ンターバル時間、及び時刻ｔ３と時刻ｔ５の間のインターバル時間が、検知を行っている
時刻ｔ２から時刻ｔ３までの時間、時刻ｔ５から時刻ｔ７までの時間、時刻ｔ９から時刻
ｔ１０までの時間、及び時刻ｔ１１から時刻ｔ１３までの時間に比べてそれぞれ長くなっ
ている。つまり、空調室内機１０の運転時においては、室内状態検知センサユニット５０
が第１状態を取っている時間が第２状態を取っている時間よりも短くなるように、制御装
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置６０が制御している。また、時刻ｔ３と時刻ｔ５の間のインターバル時間、時刻ｔ６と
時刻ｔ９の間のインターバル時間、及び時刻ｔ３と時刻ｔ５の間のインターバル時間が同
じに設定されている。しかし、センサユニット５０による検知が行われないインターバル
時間は、必ずしも一定である必要はなく、区々であってもよく、他に規則性を持って設定
されてもよい。例えば、室内ファン３２の駆動が停止されているときにセンサユニット５
０による検知が行われるように設定することもできる。
【００４３】
　（４）特徴
　（４－１）
　以上説明したように、空調室内機１０の室内状態検知センサユニット５０は、ケーシン
グ２０に設置され、底面部２６に配置されている。そして、室内状態検知センサユニット
５０は、図８及び図９に示されているように、ケーシング２０の底面部２６の外表面の内
側に検知部５５が入り込んだ第１状態を取り得るように構成されている。また、図１０及
び図１１に示されているように、ケーシング２０の底面部２６の外表面の外側に検知部５
５が突出した第２状態を室内状態検知センサユニット５０が取り得るように構成されてい
る。
【００４４】
　このように、室内状態検知センサユニット５０が第１状態と第２状態とを切換可能に構
成されていて、室内状態検知センサユニット５０による検知の必要がないときに室内状態
検知センサユニット５０は、第１状態に切り換えられて底面部２６の外表面の内側に検知
部５５を入り込ませることができる。その結果、底面部２６の外表面が室内状態検知セン
サユニット５０の検知の邪魔になることがなくなる。例えば、吹出し気流空間ＦＳ１で冷
風又は温風の気流が発生していても、底面部２６の外表面の外側に突出した検知部５５が
外表面の外側の空間から悪影響を受けることがなくなる。さらには、検知時以外のときに
外表面の内側に検知部５５を入り込ませることができ、室内状態検知センサユニット５０
が目立たなくなることによって外観の意匠性が悪くなるのを抑制することができる。この
ように、室内状態検知センサユニット５０の検知性能低下が抑制されるとともに空調室内
機１０の外観が損なわれるのが防がれている。
【００４５】
　（４－２）
　室内状態検知センサユニット５０の設置場所は、室内状態検知センサユニット５０が第
２状態になると、吹出開口１７から吹出された空気が流れる図６の吹出し気流空間ＦＳ１
の中に検知部５５が突出してしまうような場所である。このような場所は、室内状態検知
センサユニット５０の検知性能のことを主眼において考えると適切な場所である。しかし
、他方室内状態検知センサユニット５０が吹出し気流空間中に突出するため吹出し気流の
熱による故障や結露による不具合などのデメリットが生じる。このようなデメリットは、
常に吹出し気流空間の中に検知部が突出するタイプに比べれば、室内状態検知センサユニ
ット５０を第１状態にすることで大幅に抑制される。その結果、吹出し気流による不具合
を抑制しながら吹出し気流空間ＦＳ１に面する底面部２６まで配置場所を広げることがで
き、室内状態検知センサユニット５０の設置場所による空調室内機１０の設計の自由度の
低下が防がれる。
【００４６】
　（４－３）
　室内状態検知センサユニット５０は、吹出開口１７の上に形成された底面部２６の外表
面の取付開口２６ａに設置され、室内状態検知センサユニット５０を室内空間から情報を
入手し易い位置に配置されている。その結果、例えばケーシング２０の前面板２２に開口
を設けて取り付けられる場合に比べると下方の検知が容易になっており、室内状態検知セ
ンサユニット５０は、室内空間の監視性能が向上している。
【００４７】
　（４－４）
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　室内状態検知センサユニット５０は、室内空間に対して露出される化粧面５１を有して
いる。この化粧面５１は、第１状態のときに、化粧面５１の周囲に配置されているケーシ
ング２０の底面部２６の外表面に対して、平行な姿勢を取る。このことから、室内状態検
知センサユニット５０の化粧面５１がケーシング２０の底面部２６の外表面の一部のよう
に見え、すなわち化粧面５１が底面部２６の一部のように認識される傾向が顕著になる。
その結果、空調室内機１０の外観の意匠性は、室内状態検知センサユニット５０が目立つ
ことが原因となって損なわれるということが起こり難くなる。
【００４８】
　（４－５）
　室内状態検知センサユニット５０は、第１状態のときに化粧面５１が化粧面５１の周囲
に配置されている底面部２６の外表面と面一になることで、化粧面５１を底面部２６の外
表面と同一視させて外表面において化粧面５１が目立つことによる見栄えの悪化を防いで
いる。その結果、空調室内機１０の外観の意匠性を向上させることができる。
【００４９】
　（４－６）
　室内状態検知センサユニット５０は、制御装置６０により、運転時において、第１状態
を取っている時間が第２状態を取っている時間よりも短くなるように制御されている。そ
の結果、運転時において検知部５５が底面部２６の外表面の外側に突出している時間が短
くなり、検知部５５が底面部２６の外表面の外側に突出することによって受ける悪影響が
小さくなっている。
【００５０】
　（５）変形例
　（５－１）変形例１Ａ
　上記実施形態では、鉛直方向に延びる中心軸ＣＡを中心に円柱状のセンサユニット５０
が回転することで、外表面の内側に検知部５５が入り込んだ第１状態第１状態と、外表面
の外側に検知部５５が突出した第２状態とを切り換える場合について説明したが、第１状
態と第２状態を切り換える態様はこれだけに限られるものではない。例えば、半球状のセ
ンサユニットを回転させて第１状態と第２状態を切換可能な構成にするなど他の形状を用
いて実現することもできる。
【００５１】
　（５－２）変形例１Ｂ
　上記実施形態では、室内状態検知センサユニット５０が１種類で１箇所だけに設けられ
る場合について説明したが、複数の室内状態検知センサユニット５０を設けることもでき
、例えば異なる種類の複数の室内状態検知センサユニット５０を複数個所に設けてもよい
。
【符号の説明】
【００５２】
１０　空調室内機
１７　吹出開口
２０　ケーシング
２６　底面部
２６ａ　取付開口
５０　室内状態検知センサユニット
５１　化粧面
５５　検知部
【先行技術文献】
【特許文献】
【００５３】
【特許文献１】特開２００９－１３９０４６号公報
【特許文献２】特開平７－６３４００号公報
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